平成 29 年 6 月 30 日
各 位
株式会社八十二銀行

「HaLuCa（ハルカ）ご入会キャンペーン」の実施について
八十二銀行（頭取 湯本 昭一）は、キャンペーン期間中に＜HaLuCa＞新規ご入会（カード発行）
いただいた方を対象に、三菱 UFJ ニコスギフトカードを最大 2,500 円分プレゼントする＜HaLuCa＞ご
入会キャンペーンを実施いたします。
＜HaLuCa＞とは、普通預金取引にご利用いただく「クイックカード機能」と、ショッピングやキャ
ッシングにご利用いただける「クレジットカード機能」を 1 枚にすることも可能な便利なカードです。
以下に概要をお知らせいたします。
【キャンペーンの概要】
平成 29 年 7 月 1 日（土） ～ 平成 29 年 9 月 30 日（土）

期

間

特

＜特典 1＞
典 ● 三菱 UFJ ニコスギフ
トカード 500 円分

＜特典 2＞
● 三菱 UFJ ニコスギフト
カード 1,000 円分

キャンペーン期間中に、

＜特典 1＞を満たし、ご入
会日から 3 ヶ月後の月末日
までに

対 象 と な る ● HaLuCa に新規ご入会
お 客 さ ま
いただいたお客さま

※

● 「DC Web サービス」の
ID をご登録いただいた
お客さま

＜特典 3＞
● 三菱 UFJ ニコスギフト
カード 1,000 円分

＜特典 1＞＜特典 2＞を満
たし、ご入会日から 3 ヶ月
後の月末日までに
① ショッピングご利用合
計金額 30,000 円以上
または
② 携帯電話・PHS 料金をク
レジットカード決済さ
れたお客さま

詳しくは別紙をご覧ください。
以 上

最大
三菱UFJニコス
ギフトカード

2,500円分 プレゼント!!

HaLuCaご入会キャンペーン
はじめに
特典

1

9月30日

期 間 2017年 7月1日

キャンペーン期間中、
HaLuCaに新規ご入会
（カード発行）
いただいた方に、

〈三菱UFJニコスギフトカード〉500円分をもれなくプレゼント！
HaLuCa一般カード

HaLuCaゴールドカード

■年会費： 本人会員1,350円 初年度無料
家族会員 432円 初年度無料

■年会費：本人会員 10,800円
家族会員 1名さま無料
2名さまから1名さまにつき1,080円

（消費税等込）

（消費税等込）

※カード発行までには時間を要しますのでお早めにお申込みください。

さらに
特典

2

続けて
特典

3

ご入会から3ヵ月後の月末日までに DC WebサービスのIDをご登録いただいた方に、

〈三菱UFJニコスギフトカード〉1,000円分をプレゼント！！
DC Webサービスの
ID登録
ご入会から3ヵ月後の月末日までに DC WebサービスのIDをご登録いただき、

ショッピングご利用合計金額30,000円以上または携帯電話・PHS料金をクレジットカード決済した方に、

〈三菱UFJニコスギフトカード〉1,000円分をプレゼント！！
ショッピング代金を
クレジット決済

または

OK

CARD

携帯電話・PHS料金を
クレジット決済
※預金口座振替は対象外です。

ご留意事項等は裏面をご覧ください。

八十二の多機能カード〈HaLuCa〉

この印刷物は環境に配慮した
植物性インキを使用しています。

「DC Webサービス」
のID登録期限・
キャンペーンのショッピングご利用期限・
携帯電話・PHS料金のクレジットカード決済

ご入会月から３ヵ月後の月末日

「DC Webサービス」のID登録方法 登録無料!
ID登録は簡単です。
パソコン、
スマートフォンから八十二銀行ホームページ
（https://www.82bank.co.jp/）
にアクセスし
ていただき、
「個人のお客さま」
画面より以下の手順でご登録ください。
STEP1

STEP3

STEP2

STEP4

はじめて
ご利用の方
〈新規ID登録〉
をクリック!

HaLuCa
〜八十二の
多機能カード
〈ハルカ〉〜
をクリック!

ログイン
をクリック!

HaLuCa会員の皆さまへ
をクリック!

〈新規ID登録〉
をクリック後は
①利用者規定同意
②お客様情報入力
③ID・パスワード登録
の順に入力を進めていただければ
ご登録は完了です。

■ご留意事項

※本キャンペーンは、
キャンペーン期間中にHaLuCaを新規でお申込みいただき、
ご入会（カード発行）
された方（本人会員）
が対象です。
※HaLuCaのお申込みに際しては、当行および保証会社による審査があります。審査の結果、HaLuCaの発行を見送らせていただくこともございますので、あらか
じめご了承ください。
※郵送・インターネットによるお申込みの場合は、カード発行まで時間を要しますので、早めのお手続きをお願いします
（申込書到着後カード発行までに1週間、お
手元に届くまで2週間程度要します）。
※ご入会月はHaLuCaをお届けする際に同封される台紙でご確認ください。
※ギフトカードは入会月の約5ヵ月後にすべての特典を合わせて郵送となります。
※ギフトカード郵送までにHaLuCaを退会されている場合、
お支払の遅延等によりカードの使用が停止されている場合は本キャンペーンの対象外となります。

〈キャンペーン特典2について〉
※ギフトカード郵送までに
「DC Webサービス」のID登録を解除された場合は、本特典の対象外となります。
〈キャンペーン特典3について〉
※ご入会月から3ヵ月後の月末日までのショッピングご利用金額の集計、携帯電話・PHS料金のクレジットカード決済の確認は、ギフトカード郵送までに当行に到着し
た売上伝票を対象として実施いたします。
※対象となるご利用は、新規ご入会カードでのショッピングのご利用となります
（年会費、
キャッシングサービス、
リボ払い・分割払い手数料等は対象となりません）。
※携帯電話・PHS料金のクレジット決済は、NTTドコモ・au（KDDI）
・ソフトバンク・Y!mobileが対象となります。お手続きの際、
「カード会社名」は必ず
「DC」をご指
定ください。
（上記対象企業の携帯電話・PHSをご利用の場合でも、携帯電話・PHS料金の収納先・収納形態（ドコモケータイ払い・auかんたん決済等）によっては対象とな
らない場合がございますので、あらかじめご了承ください）。
※携帯電話・PHS料金をHaLuCaのクレジット決済にご指定されてから、ご請求が確認できるまで数ヵ月程度かかる場合がございます。お早めにお手続きくださ
い。

初年度（金額は消費税等込）
特典 1

特典 2

当行ATM時間外手数料 無料

コンビニATM手数料 割引

特典 3

クレジットカード年会費 無料

平日時間外 、土・日・祝日のご利用が無料に！ ローソン・セブン銀行・イーネットATMのご利 一 般 カード年 会 費[本人 カード：1,350円 家
用手数料月間2回まで一律108円割引！
族 会 員：432円]が 無 料に！（ゴールドカード
※8：45〜18：00以外の時間帯
は対象になりません）
※

HaLuCa
ご入会の特典

2年目以降
初年度の3つのご入会特典は、
右記の
「ご利用条件」
の
ご利用
いずれかを満たした場合、
条件
2年目以降も継続されます。

前年1年間のクレジットカードご利用金額が12万円以上
または

前年1年間に携帯電話・PHS料金をHaLuCaでクレジットカード払い

・携帯電話・PHS料金の預金口座振替はクレジットカード払いではありません。

＊ご入会の特典1・2は、
HaLuCaご利用代金支払口座のみが対象となります。
＊ご入会の特典1は、
ぐるっと信州ネットに加盟している県内6信用金庫のATMでは適用になりません。
＊ご入会の特典2は、
「ATM手数料割引サービス」
「e-リヴレ」による割引との割引金額、回数の合算はいたしません。割引は、ローソン・セブン銀行・イーネットATMの合計で月間2回ま
でとなります。
＊年の途中でご利用条件をクリアされても、
ご入会の特典1・2は翌年からの提供となります。
＊HaLuCaの紛失等により、
対象とならない場合があります。

（2017年7月1日現在）

店頭に詳しい説明書をご用意しておりますのでお申し付けください。その他、お問い合わせ・資料のご請求はお気軽にどうぞ。
八十二 の ハ ロー はち に

0120-82-8682
八十二銀行のホームページ

受付時間／ 9：00〜17：00（土・日・祝日および12／31〜1／3をのぞく）
音声ガイダンスに続けて を押してください。
八十二銀行

HaLuCa
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